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会社概要

財務情報

コスモ石油グループの概要

商 号
本社所在地
電 話
発足年月日
資 本 金
事 業 内 容
社 員 数
沿 革

特 約 店 数
S S 数
支 店

製 油 所＊1

油 槽 所＊1

海外の拠点＊2

コスモ石油株式会社
〒105-8528 東京都港区芝浦一丁目1番1号
03-3798-3211
1986年（昭和61年）4月1日
1,072億4,681万6,126円
石油精製・販売
1,837名
1986年4月1日　大協石油（株）、丸善石油（株）
および両社の精製子会社である旧コスモ石油（株）
の3社が合併し、コスモ石油（株）を発足。
1989年10月1日　アジア石油（株）と合併。

241店
3,228ヵ所（固定式のみ）
札幌、仙台、東京、関東南、名古屋、大阪、広島、
高松、福岡
千葉、四日市、堺
36ヵ所（寄託油槽所33ヵ所を含む）
アブダビ（UAE）、北京（中国）、ドーハ（カタール）、
ヒューストン／テキサス州（アメリカ）、
ロンドン（イギリス）、シンガポール
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経常利益　　　当期純利益
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売上高の推移（連結）
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2012 2012
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（2014年3月31日現在）

＊1 製油所、油槽所は2014年4月1日現在
＊2 海外の拠点は2014年8月4日現在
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編集方針
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コスモ石油グループでは、2001年度から「環境報告書」、2004年度から
「サステナビリティレポート」を発行してきましたが、2010年度よりタ
イトルを「コーポレートレポート」とし、会社案内としての情報を充実さ
せた総合的コミュニケーションツールとしています。
本レポートの編集にあたっては、GRI （Global Reporting Initiative）の
「GRIサステナビリティ・レポーティング・ガイドライン 2006」を参考に
しながら、ステークホルダーの皆様からいただいたアンケートなどの意
見を踏まえて、ステークホルダーの皆様にとって重要性が高く、かつコ
スモ石油グループの経営理念や経営戦略、リスク要因と照らして重要と
考えている事項について重点的に報告しています。
また、今年度は活動報告編を「CSR活動方針」の重点項目に沿って掲載
しています。さらに環境パフォーマンスの集計に関しては、環境省の「環
境報告ガイドライン（2012年版）」を参考にしています。
※ 社員の所属および肩書きは2014年4月現在のものです。

報告における重要事項

コーポレートレポートとWebの関係
コスモ石油グループでは、より多くのステークホルダーの皆様に内容を
ご理解いただくため、わかりやすさ・読みやすさを追求した冊子版（本レ
ポート）と詳細な事例・データを追加したWeb版の2部構成として報告
しています。Web版は、下記コスモ石油公式サイトにてご確認ください。
CSRサイト　http://www.cosmo-oil.co.jp/csr/

報告期間
本レポートは、コスモ石油グループの2013年度（2013年4月1日～ 
2014年3月31日）のCSRに関する活動を報告するものです。ただし、一
部2014年度の内容も含んでいます。コスモ石油グループの全体像は
P3～4の「コスモ石油グループの事業」をご覧ください。

報告範囲 （2011年度の報告から重要な変更はありません）
「CSR活動方針」を共有する25社（P3～4で＊のついた会社）が中心です
が、コスモ石油単体のデータあるいは一部の会社のみのデータがあり、
それらは掲載箇所に脚注で記載しています。

発行時期
発行日：2014年9月　　
次回発行予定：2015年9月（前回：2013年9月、毎年発行）

問い合わせ先 コスモ石油株式会社　リスクマネジメントユニット CSR統括部
 TEL：03-3798-3134　FAX：03-3798-3187　http://www.cosmo-oil.co.jp/

 レポートのご感想やコスモ石油グループのCSR活動へのご意見は、下記にお寄せください。
 mail：cosmo_csr@cosmo-oil.co.jp

KPMGあずさサステナビリティ（株）の保証対象の内容に
ついては「保証対象マーク」で表示しています。

コスモ石油グループの戦略的重要性
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重要性に応じて
冊子または
CSRサイトで報告
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